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1. 平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日）

(2) 連結財政状態

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 37,797 42.3 1,204 35.4 1,156 41.2 155 △65.7
22年3月期 26,569 △50.6 889 △93.3 818 △93.8 452 △94.2
（注）包括利益 23年3月期 121百万円 （△74.8％） 22年3月期 481百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 4.91 ― 0.6 3.2 3.2
22年3月期 15.66 ― 1.9 2.2 3.3
（参考） 持分法投資損益 23年3月期 ―百万円 22年3月期 ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期 37,902 25,100 66.2 795.01
22年3月期 33,880 25,294 74.7 801.17
（参考） 自己資本 23年3月期 25,100百万円 22年3月期 25,294百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 3,436 △1,544 △393 6,519
22年3月期 249 △3,005 △689 5,021

2. 配当の状況
年間配当金 配当金総額

（合計）
配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 295 63.8 1.2
23年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 315 203.7 1.3
24年3月期(予想) ― 5.00 ― 5.00 10.00 63.1

3. 平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日）
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 22,000 16.1 △500 ― △500 ― △250 ― △7.92
通期 52,000 37.6 1,000 △17.0 1,000 △13.5 500 222.2 15.84



4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

（注）詳細は、【添付資料】12P.「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3) 発行済株式数（普通株式）

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有
② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期 31,600,000 株 22年3月期 31,600,000 株
② 期末自己株式数 23年3月期 27,878 株 22年3月期 27,690 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 31,572,164 株 22年3月期 28,898,777 株

（参考）個別業績の概要

1. 平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日）

(2) 個別財政状態

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 29,869 22.8 651 △10.3 629 △4.4 △135 ―
22年3月期 24,317 △53.8 726 △94.5 658 △95.0 366 △95.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期 △4.28 ―
22年3月期 12.67 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期 35,782 24,511 68.5 776.35
22年3月期 32,241 24,996 77.5 791.71
（参考） 自己資本 23年3月期 24,511百万円 22年3月期 24,996百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続きは終了しておりません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
上記の予想は発表日現在のデータに基づき作成したものであり、様々な不確定要素を含んでおりますので、実際の業績は予想数値と異なる可能性がありま

す。なお、上記業績予想に関する事項は、【添付資料】2P.「経営成績に関する分析」をご覧ください。



  

  

○添付資料の目次

１．経営成績 ………………………………………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する分析 …………………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する分析 …………………………………………………………………………………………  3

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 …………………………………………………………  3

２．経営方針 ………………………………………………………………………………………………………………  4

（１）経営方針と中長期的な経営戦略 ………………………………………………………………………………  4

（２）会社の対処すべき課題 …………………………………………………………………………………………  4

３．連結財務諸表 …………………………………………………………………………………………………………  5

（１）連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………  5

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………  7

連結損益計算書 …………………………………………………………………………………………………  7

連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………………………………  8

（３）連結株主資本等変動計算書 ……………………………………………………………………………………  9

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………………  11

（５）継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………………………………………  12

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 …………………………………………………  12

     会計処理基準に関する事項の変更 ……………………………………………………………………………  12

      表示方法の変更 …………………………………………………………………………………………………  12

      連結財務諸表の注記 ……………………………………………………………………………………………  12

      追加情報 …………………………………………………………………………………………………………  12

（７）連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………………  13

（セグメント情報等） ……………………………………………………………………………………………  13

（１株当たり情報） ………………………………………………………………………………………………  14

（重要な後発事象） ………………………………………………………………………………………………  14

４．財務諸表 ………………………………………………………………………………………………………………  15

（１）貸借対照表 ………………………………………………………………………………………………………  15

（２）損益計算書 ………………………………………………………………………………………………………  18

（３）株主資本等変動計算書 …………………………………………………………………………………………  20

中央電気工業㈱　（5566）　平成23年3月期　決算短信

-1-



  

(1）経営成績に関する分析 

 ① 当期の業績 

  当連結会計年度の我が国経済は、円高の影響や個人消費の落ち込み等による足踏み状態から年末以降には持ち直し

の傾向を見せていたものの、３月に発生した東日本大震災の影響で年度末にかけて経済活動は急速に落ち込みまし

た。 

  

 当連結会計年度の事業別の営業成績は以下の通りであります。 

  

(合金鉄事業) 

 マンガン系合金鉄を製造しております当社鹿島工場は、東日本大震災により一時すべての設備が操業を停止しまし

たが、３月25日までに順次操業を再開し、４月上旬に通常操業に復帰しました。建屋及び設備の一部が地震により損

傷しましたが軽微な損傷にとどまりました。 

 東日本大震災により当社合金鉄の販売先が被災し３月の販売数量は減少したものの、年度合計では鉄鋼業界の粗鋼

生産回復により、当社のマンガン系合金鉄の販売数量は、前連結会計年度に比べ増加しました。 

 国際市況は年間を通じて大きな変動はなかったものの、円高の影響で円ベースでの販売価格は下期にかけて低下し

ました。前連結会計年度に比べると国際市況が高めに推移した結果、年間平均の販売価格は前連結会計年度に比べ上

昇しました。  

 コスト面では原料のマンガン鉱石の購入価格は第３四半期以降下落しましたが年間平均では前連結会計年度に比べ

上昇し、副原料のコークスも価格が上昇しました。 

 以上により、当連結会計年度の業績は、前連結会計年度に比べ売上高、営業利益が増加しました。 

 なお、東日本大震災による操業停止中の固定費、設備復旧費用等の災害による損失を特別損失として６億２千５百

万円計上しております。  

  

(機能材料事業) 

 ニッケル水素電池用水素吸蔵合金は、エコカー補助金終了と東日本大震災による自動車生産の減少の影響により、

販売数量は前連結会計年度並みにとどまりました。 

 マンガン系無機化学品の主力製品であるリチウムイオン電池正極材用高純度硫酸マンガンは、第３四半期以降販売

数量が減少しておりますが、年度合計では前連結会計年度並みの販売数量となりました。 

 一昨年の12月に住友金属工業株式会社より事業承継した磁石用合金は、当連結会計年度は年間フルに業績に寄与し

ており、売上高は前連結会計年度に比べ大幅に増加しました。 

 コスト面では、原料のレアアース等の価格が大幅に上昇し、販売価格への反映時期ずれがあるため、損益を圧迫し

ております。  

 以上により、当連結会計年度の業績は、前連結会計年度に比べ売上高は増加したものの、営業利益は減少しまし

た。 

  

(その他) 

 土木関連事業は、厳しい事業環境の中、前期に比べ売上高は減少したものの、営業利益は増加しました。  

  

 以上の結果、当期の連結売上高は３７７億９千７百万円（前期の連結売上高、２６５億６千９百万円、前期比 

４２.３％増）、連結営業利益は１２億４百万円（前期の連結営業利益、８億８千９百万円、前期比３５.４％増）、

連結経常利益は１１億５千６百万円（前期の連結経常利益、８億１千８百万円、前期比４１.２％増）、連結当期純

利益は１億５千５百万円（前期の連結当期純利益、４億５千２百万円、前期比６５.７％減）となりました。 

  

１．経営成績
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  ② 次期の見通し 

 東日本大震災により、合金鉄、機能材料ともに客先やサプライチェーンが被災したことによる上半期の販売数量の

減少が予想され、また今後個人消費の低迷による販売動向の不透明感もありますが、年度後半にかけて販売数量は回

復基調になるものと想定しております。また、東京電力管内の鹿島工場と東北電力管内の妙高工場では、夏季に電力

使用量の制限が行われる予定であり生産への影響が懸念されます。 

 合金鉄の販売価格の指標となる国際市況は大きな変動がなく推移するものと思われ、原料価格については、マンガ

ン鉱石価格は直近では下落しておりますが今後の動向は不透明であり、機能材料の原料のレアアースは価格の上昇が

続いております。 

      

   以上により、平成２４年３月期の業績見通しは以下の通りであります。 

    

                   通 期 

   連結売上高          ５２０億円 

   連結営業利益          １０億円 

   連結経常利益          １０億円 

   連結当期純利益          ５億円 

       

      なお、上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいたものであり、需要動向の変化、国際市

  況の変動など、多くの不確定要素を含んでおります。そのため、実際の業績は、様々な要因の変化により上記業績予

  想とは異なることがあることをご承知おきください。  

  

(2）財政状態に関する分析 

 当連結会計年度末の資産合計は、預け金の増加、売上高の増加による受取手形及び売掛金の増加、たな卸資産の増

加等により、前連結会計年度末に比べ４０億２千２百万円増加し、３７９億２百万円となりました。 

 負債につきましては、支払手形及び買掛金の増加等により、前連結会計年度末に比べ４２億１千６百万円増加し、

１２８億２百万円となりました。 

 純資産につきましては、当連結会計年度の純利益による増加と配当金の支払による減少等により、１億９千４百万

円減少し、２５１億円となりました。 

  

 当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権及びたな卸資産の増加はあったものの、税金等

調整前当期純利益と減価償却費及び仕入債務の増加等により３４億３千６百万円の収入となりました。設備投資等の

投資活動で１５億４千４百万円、配当金の支払等の財務活動で３億９千３百万円使用した結果、当連結会計年度末の

現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べ１４億９千８百万円増加し、６５億１千９百万円となりまし

た。   

   

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 利益配分につきましては、事業基盤の強化に備えた内部留保の充実に努めると共に、株主の皆様への配当につきま

しては、収益状況に見合った安定的な配当の継続を基本と考えております。 

 当期の利益は東日本大震災による特別損失が発生し厳しい結果となりましたが、安定的な配当の継続の方針に基づ

き、１株につき中間５円、期末５円の年間１０円といたしました。 

 次期の配当は、１株につき中間５円、期末５円の年間１０円の予想であります。  
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(1)経営方針と中長期的な経営戦略 

  当社グループは、マンガン系合金鉄の製造販売を中核とした企業グループであります。 

  合金鉄事業及びマンガン化成品事業で培った溶融技術、化学合成技術などを生かし、地球環境に貢献する事業展

開を図ることで収益基盤の更なる強化を目指しております。  

 当社グループは一般廃棄物焼却炉灰の溶融固化による無害化を中心とした環境事業の推進と、二次電池用材料及

び磁石用合金材料を中心とした機能材料事業の拡大により事業基盤の拡充・強化を行い、合金鉄事業を合せた三事

業全ての拡大発展を図ってまいります。 

    

①  合金鉄事業においては、夜間電力を 大限に活用したコストミニマム操業を基本とし、需要と市況に応じた 適

生産体制とコストダウンの徹底により、国際的な競争力を維持して、コア事業としての収益を安定的に確保できる

よう一層の努力を傾注してまいります。 

  

②  合金鉄事業の一翼を構成する環境事業においては、灰溶融専用炉２基と既存合金鉄電気炉２基を合わせた合計電

気炉４基の「廃棄物溶融リサイクルセンター」で事業を推進しております。溶融処理対象は、全炉で一般廃棄物焼

却炉灰及び産業廃棄物の処理許可を取得しており、今後着実な業容拡大を行ってまいります。 

  環境事業では、社会的な環境に対する要請に誠実にお応えすることが、当社の事業基盤強化に繫がるものと位置

づけております。 

  

③ 機能材料事業分野においては、現在ハイブリッド自動車に使用されているニッケル水素電池用水素吸蔵合金の製

造販売の着実な推進と、今後需要増加が予想されるリチウムイオン電池用材料の拡大に注力してまいります。 

 また、モーター用のネオジム磁石用合金材料についても、販売数量の拡大とコスト低減を進めてまいります。 

  これらの需要動向には素材メーカーの立場から的確に対応することとし、特に研究開発分野では性能向上やコス

ト低減といった客先ニーズに合致した技術開発を 重点で取り組んでまいります。  

    

 当社グループは以上の事業活動を通じて、収益基盤の強化・拡充を図り、株主・お取引先の皆様に一層信頼され

る企業グループの確立を目指してまいります。 

  

(2)会社の対処すべき課題 

 合金鉄事業については、東日本大震災による客先の被災や夏季の電力使用量制限等により、次期の販売・生産動

向は不透明です。販売価格の指標となる国際市況は大きな変動なく推移するものと予想され、また、原料のマンガ

ン鉱石価格の動向には不透明感があります。このような事態に対し、損傷した設備の早期の復旧に取り組むととも

に、着実な利益の確保のため、電気炉の操業形態、原料の調達・配合等を勘案した 適な生産体制を構築してまい

ります。 

 機能材料事業についても、東日本大震災による客先やサプライチェーンの被災、夏季の電力使用量制限、個人消

費の低迷等により、次期の販売・生産の動向は不透明であります。電力使用量制限に対応した生産体制の検討を行

うとともに、今後成長が期待できる分野でありますので、需要増加に対応した設備の増強に加え、新製品・新技術

の研究開発の推進、高品質化及びコストの低減により、事業の拡大と利益の増加を目指します。原料のレアアース

の入手難と価格高騰への対応として、ベトナムでのレアアースリサイクル事業の戦力化、原料配合の改善等、原料

ソースの多様化とコスト低減に注力します。 

 当社グループは、環境事業の処理量拡大、ＨＶ・ＥＶ等環境対応自動車用二次電池材料の製造設備の増強など、

地球環境への貢献を重視しつつ、経営基盤の強化を継続してまいります。また、中長期的な視点に立ち、必要な維

持更新投資を継続するとともに、研究開発活動の充実・推進、世代交代に備えた要員の採用と技術伝承のための計

画的な社内教育など、将来を見据えた取り組みを行ってまいります。  

     

２．経営方針
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３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 901,010 1,044,139

預け金 4,120,140 5,475,621

受取手形及び売掛金 5,991,664 7,002,470

商品及び製品 3,592,185 4,391,673

仕掛品 365,064 167,005

原材料及び貯蔵品 7,402,088 7,532,613

繰延税金資産 99,291 283,188

その他 543,372 1,036,564

貸倒引当金 △40 －

流動資産合計 23,014,777 26,933,275

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,655,904 2,720,722

機械装置及び運搬具（純額） 3,778,393 3,480,349

土地 963,349 963,349

リース資産（純額） － 222,609

建設仮勘定 487,593 662,694

その他 115,484 193,674

有形固定資産合計 8,000,725 8,243,399

無形固定資産   

のれん 502,592 396,188

その他 70,366 47,714

無形固定資産合計 572,958 443,903

投資その他の資産   

投資有価証券 775,078 971,258

長期貸付金 51,355 54,331

繰延税金資産 664,597 373,771

前払年金費用 613,327 701,928

その他 195,373 184,124

貸倒引当金 △7,804 △3,237

投資その他の資産合計 2,291,927 2,282,176

固定資産合計 10,865,610 10,969,479

資産合計 33,880,388 37,902,754
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,274,357 7,751,894

短期借入金 1,700,000 1,700,000

1年内返済予定の長期借入金 － 800,000

リース債務 － 72,702

未払法人税等 33,606 84,958

賞与引当金 19,283 20,851

災害損失引当金 － 74,219

その他 676,982 1,001,797

流動負債合計 6,704,229 11,506,424

固定負債   

長期借入金 1,800,000 1,000,000

リース債務 － 149,906

退職給付引当金 64,534 73,589

資産除去債務 － 55,812

その他 16,950 16,950

固定負債合計 1,881,484 1,296,258

負債合計 8,585,713 12,802,682

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,630,000 3,630,000

資本剰余金 5,251,753 5,251,753

利益剰余金 16,284,641 16,124,091

自己株式 △22,226 △22,340

株主資本合計 25,144,168 24,983,504

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 150,507 116,567

その他の包括利益累計額合計 150,507 116,567

純資産合計 25,294,675 25,100,072

負債純資産合計 33,880,388 37,902,754
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 26,569,965 37,797,819

売上原価 23,696,237 34,082,545

売上総利益 2,873,727 3,715,274

販売費及び一般管理費   

販売手数料 147,040 163,541

荷造運搬費 339,400 443,339

給料及び手当 799,825 939,948

減価償却費 39,507 40,736

退職給付費用 43,869 21,551

研究開発費 221,012 318,523

のれん償却額 29,427 106,403

その他 364,204 476,581

販売費及び一般管理費合計 1,984,287 2,510,626

営業利益 889,439 1,204,647

営業外収益   

受取利息 13,230 15,556

受取配当金 11,965 12,336

受取賃貸料 4,386 4,387

受取補償金 40,000 －

その他 30,980 25,008

営業外収益合計 100,562 57,289

営業外費用   

支払利息 56,691 51,146

為替差損 － 17,102

減価償却費 89,235 20,472

債権売却損 21,768 16,047

その他 3,514 686

営業外費用合計 171,210 105,455

経常利益 818,791 1,156,481

特別利益   

固定資産売却益 － 478

投資有価証券売却益 759 －

貸倒引当金戻入額 984 4,644

会員権売却益 － 4,150

特別利益合計 1,743 9,273

特別損失   

災害による損失 － 625,391

固定資産除却損 30,518 69,378

会員権評価損 150 150

貸倒引当金繰入額 100 －

固定資産臨時償却費 － 47,375

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 50,575

その他 － 17,030

特別損失合計 30,768 809,901

税金等調整前当期純利益 789,766 355,853

法人税、住民税及び事業税 35,817 72,163

法人税等調整額 301,321 128,517

法人税等合計 337,138 200,680

少数株主損益調整前当期純利益 － 155,172

当期純利益 452,628 155,172
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 155,172

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △33,939

その他の包括利益合計 － △33,939

包括利益 － 121,232

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 121,232

少数株主に係る包括利益 － －

中央電気工業㈱　（5566）　平成23年3月期　決算短信

-8-



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,630,000 3,630,000

当期末残高 3,630,000 3,630,000

資本剰余金   

前期末残高 2,451,753 5,251,753

当期変動額   

新株の発行 2,800,000 －

当期変動額合計 2,800,000 －

当期末残高 5,251,753 5,251,753

利益剰余金   

前期末残高 16,521,349 16,284,641

当期変動額   

剰余金の配当 △689,335 △315,722

当期純利益 452,628 155,172

当期変動額合計 △236,707 △160,549

当期末残高 16,284,641 16,124,091

自己株式   

前期末残高 △21,205 △22,226

当期変動額   

自己株式の取得 △1,021 △113

当期変動額合計 △1,021 △113

当期末残高 △22,226 △22,340

株主資本合計   

前期末残高 22,581,897 25,144,168

当期変動額   

新株の発行 2,800,000 －

剰余金の配当 △689,335 △315,722

当期純利益 452,628 155,172

自己株式の取得 △1,021 △113

当期変動額合計 2,562,270 △160,663

当期末残高 25,144,168 24,983,504

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 121,714 150,507

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 28,793 △33,939

当期変動額合計 28,793 △33,939

当期末残高 150,507 116,567

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 121,714 150,507

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 28,793 △33,939

当期変動額合計 28,793 △33,939

当期末残高 150,507 116,567
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 22,703,611 25,294,675

当期変動額   

新株の発行 2,800,000 －

剰余金の配当 △689,335 △315,722

当期純利益 452,628 155,172

自己株式の取得 △1,021 △113

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 28,793 △33,939

当期変動額合計 2,591,063 △194,603

当期末残高 25,294,675 25,100,072
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 789,766 355,853

減価償却費 1,489,793 1,703,866

のれん償却額 29,427 106,403

貸倒引当金の増減額（△は減少） △967 △4,607

前払年金費用の増減額（△は増加） △78,107 △88,601

災害損失引当金の増減額（△は減少） － 74,219

受取利息及び受取配当金 △25,195 △27,893

支払利息 56,691 51,146

会員権評価損 150 150

投資有価証券評価損益（△は益） － 10,924

固定資産除却損 28,778 41,579

固定資産臨時償却費 － 47,375

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 50,575

売上債権の増減額（△は増加） 3,665,556 △1,010,806

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,120,738 △731,953

未収入金の増減額（△は増加） 53,590 △412,872

未収消費税等の増減額（△は増加） △50,073 △161,814

前払費用の増減額（△は増加） 19,334 △637

前渡金の増減額（△は増加） △131,765 131,765

仕入債務の増減額（△は減少） △4,714,714 3,351,215

前受金の増減額（△は減少） 18,924 △3,557

未払費用の増減額（△は減少） 36,756 51,732

未払消費税等の増減額（△は減少） △56,006 △11,477

その他 △64,851 △44,825

小計 4,187,825 3,477,764

利息及び配当金の受取額 25,211 27,893

利息の支払額 △56,953 △51,408

法人税等の支払額 △3,906,855 △17,574

営業活動によるキャッシュ・フロー 249,227 3,436,674

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,454,957 △1,298,406

短期貸付金の増減額（△は増加） △600,000 △179,883

長期貸付けによる支出 △13,000 △9,987

長期貸付金の回収による収入 6,298 7,010

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

80,332 －

その他 △23,986 △63,692

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,005,313 △1,544,958

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △500,000 －

長期借入れによる収入 500,000 －

配当金の支払額 △688,482 △316,165

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △76,828

その他 △1,021 △113

財務活動によるキャッシュ・フロー △689,504 △393,106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,445,589 1,498,609

現金及び現金同等物の期首残高 8,466,740 5,021,150

現金及び現金同等物の期末残高 5,021,150 6,519,760
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 該当事項はありません。  

  

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資

産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しておりま

す。 

 これにより当連結会計年度の営業利益及び経常利益は 千円、税金等調整前当期純利益は 千円減少し

ております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 千円であります。 

  

  （連結損益計算書関係） 

 前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に含めておりました「為替差損」は金額的重要性が増したた

め、当連結会計年度において区分掲記しております。なお、前連結会計年度の営業外費用の「その他」に含まれる

「為替差損」は1,820千円であります。  

 また、当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基

づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内

閣府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前当期純利益」の科目で表示しております。 

  

（連結包括利益計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25 号 平成22 年６月30 日）を適用

しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額

は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載しております。 

(5)継続企業の前提に関する注記

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

会計処理基準に関する事項の変更

1,550 52,126

54,666

表示方法の変更

連結財務諸表に関する注記事項

親会社株主に係る包括利益 千円481,421

少数株主に係る包括利益   －

計  481,421

その他有価証券評価差額金 千円28,793

計  28,793

追加情報
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１．報告セグメントの概要 

 事業セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報を入手でき、 高経営意思決定機関が、経

営資源の配分決定及び業績を評価するために、その経営成績を定期的に検討しているものであります。連結

子会社を含めた報告セグメントは「合金鉄事業」、「機能材料事業」の２つとし、報告セグメントに該当し

ない事業セグメントを「その他」としております。 

  

セグメント区分それぞれの報告セグメントに含まれる主要な製品は、次のとおりであります。 

   

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、 近の有価証券報告書（平成22年６月28日提出）に

おける「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 

  報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

  セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。  

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

   前連結会計年度（自平成21年４月１日  至平成22年３月31日）  

（注）調整額の内容は以下のとおりであります。 

（１）セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円及び固定資産における未実現損

益 千円であります。 

（２）セグメント資産の調整額 千円は、報告セグメントに配分していない全社資産であります。 

  

(7)注記事項

（セグメント情報）

区分  主要な製品  

 合金鉄事業  フェロマンガン、シリコマンガン等の合金鉄 

 機能材料事業  硫酸マンガン、炭酸マンガン、水素吸蔵合金並びに磁石用合金等の機能材料 

 その他  土木・建築業及び建築資材 

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

その他 合計 
調整額 
（注） 

連結 
財務諸表 
計上額  合金鉄事業 

機能材料事
業 

計 

売上高               

外部顧客への

売上高 
 21,297,757  4,675,107  25,972,864  597,100  26,569,965 －  26,569,965

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －  190,338  190,338  △190,338 － 

計  21,297,757  4,675,107  25,972,864  787,439  26,760,303  △190,338  26,569,965

セグメント利益  654,471  222,831  877,302  12,159  889,462  △23  889,439

セグメント資産  18,551,050  8,457,989  27,009,039  253,386  27,262,426  6,617,962  33,880,388

その他の項目   

減価償却費   1,069,841  413,141  1,482,983  8,524  1,491,507  △1,714  1,489,793

のれんの償却額  －  29,427  29,427  －  29,427  －  29,427

有形固定資産及

び無形固定資産

の増加額  

 1,022,236  702,635  1,724,872  4,644  1,729,516  △3,320  1,726,196

△23 1,583

△1,606

6,617,962
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（注）調整額の内容は以下のとおりであります。 

（１）セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円及び固定資産における未実現 

      損益 千円であります。 

（２）セグメント資産の調整額 千円は、報告セグメントに配分していない全社資産であります。 

 （追加情報） 

当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27

日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月

21日）を適用しております。 

  

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日）  （単位：千円）

  

報告セグメント 

その他 合計 
調整額 
（注） 

連結 
財務諸表 
計上額  合金鉄事業 

機能材料事
業 

計 

売上高               

外部顧客への

売上高 
 26,309,917  10,901,209  37,211,126  586,693  37,797,819 －  37,797,819

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －  500,007  500,007  △500,007 － 

計  26,309,917  10,901,209  37,211,126  1,086,700  38,297,827  △500,007  37,797,819

セグメント利益  986,177  197,669  1,183,847  31,758  1,215,606  △10,958  1,204,647

セグメント資産  19,075,374  10,353,629  29,429,004  405,332  29,834,336  8,068,417  37,902,754

その他の項目   

減価償却費   1,074,317  552,767  1,627,084  8,844  1,635,928  △3,366  1,632,562

のれんの償却額  －  106,403  106,403  －  106,403  －  106,403

有形固定資産及

び無形固定資産

の増加額  

 1,072,659  947,788  2,020,447  3,739  2,024,186  △14,724  2,009,462

△10,958 399

△11,358

8,067,949

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年4月１日 
至 平成22年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年4月１日 
至 平成23年3月31日） 

１株当たり純資産額     円 銭801 17

１株当たり当期純利益     円 銭15 66

１株当たり純資産額     円01銭795

１株当たり当期純利益     円 銭4 91

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式がないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式がないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度 

(自 平成21年4月１日 
自 平成22年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年4月１日 
自 平成23年3月31日) 

当期純利益（千円）  452,628  155,172

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  452,628  155,172

普通株式の期中平均株式数（株）  28,898,777  31,572,164

（重要な後発事象）
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４．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 585,073 668,030

預け金 4,120,140 5,475,621

受取手形 183,617 189,295

売掛金 4,237,175 4,370,834

商品及び製品 3,229,923 3,952,791

仕掛品 159,434 159,806

原材料及び貯蔵品 6,295,726 6,504,086

前渡金 131,765 －

前払費用 31,357 34,135

繰延税金資産 90,922 267,612

短期貸付金 600,000 1,450,000

その他 320,323 310,068

流動資産合計 19,985,458 23,382,281

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,797,998 5,985,712

減価償却累計額 △3,633,172 △3,767,927

建物（純額） 2,164,825 2,217,785

構築物 1,919,568 1,987,676

減価償却累計額 △1,507,530 △1,563,203

構築物（純額） 412,038 424,472

機械及び装置 15,858,117 16,703,220

減価償却累計額 △12,325,777 △13,399,379

機械及び装置（純額） 3,532,339 3,303,840

車両運搬具 103,259 93,647

減価償却累計額 △92,456 △88,538

車両運搬具（純額） 10,803 5,108

工具、器具及び備品 918,749 1,024,048

減価償却累計額 △816,745 △868,772

工具、器具及び備品（純額） 102,003 155,275

土地 948,999 948,999

リース資産 － 295,311

減価償却累計額 － △72,702

リース資産（純額） － 222,609

建設仮勘定 490,193 668,631

有形固定資産合計 7,661,202 7,946,723

無形固定資産   

のれん 158,270 124,355

ソフトウエア 44,998 23,368

電話加入権 3,592 3,592

その他 17,500 17,500

無形固定資産合計 224,361 168,816
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 629,923 563,231

関係会社株式 2,515,906 2,515,906

従業員に対する長期貸付金 51,355 54,331

長期前払費用 13,550 7,354

繰延税金資産 441,865 335,271

前払年金費用 613,327 701,928

その他 104,468 107,093

投資その他の資産合計 4,370,397 4,285,117

固定資産合計 12,255,961 12,400,657

資産合計 32,241,420 35,782,938

負債の部   

流動負債   

支払手形 998,200 2,677,508

買掛金 2,259,565 3,818,396

短期借入金 1,700,000 1,700,000

1年内返済予定の長期借入金 － 800,000

リース債務 － 72,702

未払金 10,255 20,670

未払費用 102,652 142,763

未払法人税等 15,478 27,026

前受金 － 3,237

預り金 17,100 18,121

設備関係未払金 － 379,061

災害損失引当金 － 74,219

その他 332,689 322,986

流動負債合計 5,435,942 10,056,693

固定負債   

長期借入金 1,800,000 1,000,000

リース債務 － 149,906

資産除去債務 － 55,812

その他 9,400 9,400

固定負債合計 1,809,400 1,215,118

負債合計 7,245,342 11,271,812
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,630,000 3,630,000

資本剰余金   

資本準備金 2,451,753 2,451,753

その他資本剰余金 2,800,000 2,800,000

資本剰余金合計 5,251,753 5,251,753

利益剰余金   

利益準備金 303,300 303,300

その他利益剰余金   

特別償却準備金 － －

別途積立金 230,000 230,000

繰越利益剰余金 15,452,743 15,001,845

利益剰余金合計 15,986,043 15,535,145

自己株式 △22,226 △22,340

株主資本合計 24,845,570 24,394,558

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 150,507 116,567

評価・換算差額等合計 150,507 116,567

純資産合計 24,996,078 24,511,126

負債純資産合計 32,241,420 35,782,938
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高   

製品売上高 17,972,591 20,040,556

商品売上高 6,345,301 9,829,069

売上高合計 24,317,892 29,869,626

売上原価   

製品期首たな卸高 2,888,724 2,093,305

商品期首たな卸高 2,659,574 972,786

当期製品製造原価 15,914,951 18,288,643

当期商品仕入高 4,532,415 9,929,769

原価差額 △1,738 25,994

合計 25,993,927 31,310,499

他勘定振替高 1,025,729 295,229

製品期末たな卸高 2,093,305 2,161,271

商品期末たな卸高 972,786 1,636,114

売上原価合計 21,902,106 27,217,883

売上総利益 2,415,786 2,651,742

販売費及び一般管理費   

販売手数料 147,231 163,856

荷造運搬費 329,938 402,233

給料及び手当 459,385 504,444

役員報酬 156,798 160,872

退職給付費用 39,014 15,369

減価償却費 38,296 39,061

研究開発費 197,988 304,823

のれん償却額 11,305 33,915

その他 309,347 375,362

販売費及び一般管理費合計 1,689,305 1,999,938

営業利益 726,481 651,803

営業外収益   

受取利息 15,250 26,633

受取配当金 21,963 22,196

受取賃貸料 1,899 716

受取補償金 40,000 －

雑収入 21,434 23,421

営業外収益合計 100,547 72,967
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業外費用   

支払利息 56,691 51,146

為替差損 1,820 9,355

減価償却費 86,977 18,213

債権売却損 21,768 16,047

雑支出 1,154 147

営業外費用合計 168,412 94,911

経常利益 658,616 629,859

特別利益   

会員権売却益 － 4,150

貸倒引当金戻入額 724 －

特別利益合計 724 4,150

特別損失   

災害による損失 － 625,391

固定資産除却損 28,298 68,209

投資有価証券評価損 － 10,924

固定資産臨時償却費 － 47,375

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 50,575

その他 － 6,068

特別損失合計 28,298 808,545

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 631,042 △174,535

法人税、住民税及び事業税 11,659 9,147

法人税等調整額 253,304 △48,508

法人税等合計 264,963 △39,360

当期純利益又は当期純損失（△） 366,079 △135,175
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,630,000 3,630,000

当期末残高 3,630,000 3,630,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,451,753 2,451,753

当期末残高 2,451,753 2,451,753

その他資本剰余金   

前期末残高 － 2,800,000

当期変動額   

新株の発行 2,800,000 －

当期変動額合計 2,800,000 －

当期末残高 2,800,000 2,800,000

資本剰余金合計   

前期末残高 2,451,753 5,251,753

当期変動額   

新株の発行 2,800,000 －

当期変動額合計 2,800,000 －

当期末残高 5,251,753 5,251,753

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 303,300 303,300

当期末残高 303,300 303,300

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 1,638 －

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △1,638 －

当期変動額合計 △1,638 －

当期末残高 － －

別途積立金   

前期末残高 230,000 230,000

当期末残高 230,000 230,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 15,774,361 15,452,743

当期変動額   

剰余金の配当 △689,335 △315,722

当期純利益 366,079 △135,175

特別償却準備金の取崩 1,638 －

当期変動額合計 △321,617 △450,897

当期末残高 15,452,743 15,001,845

利益剰余金合計   

前期末残高 16,309,300 15,986,043

当期変動額   

剰余金の配当 △689,335 △315,722

当期純利益 366,079 △135,175

特別償却準備金の取崩 － －

当期変動額合計 △323,256 △450,897

当期末残高 15,986,043 15,535,145
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △21,205 △22,226

当期変動額   

自己株式の取得 △1,021 △113

当期変動額合計 △1,021 △113

当期末残高 △22,226 △22,340

株主資本合計   

前期末残高 22,369,848 24,845,570

当期変動額   

新株の発行 2,800,000 －

剰余金の配当 △689,335 △315,722

当期純利益 366,079 △135,175

特別償却準備金の取崩 － －

自己株式の取得 △1,021 △113

当期変動額合計 2,475,721 △451,011

当期末残高 24,845,570 24,394,558

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 121,164 150,507

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 29,343 △33,939

当期変動額合計 29,343 △33,939

当期末残高 150,507 116,567

評価・換算差額等合計   

前期末残高 121,164 150,507

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 29,343 △33,939

当期変動額合計 29,343 △33,939

当期末残高 150,507 116,567

純資産合計   

前期末残高 22,491,013 24,996,078

当期変動額   

新株の発行 2,800,000 －

剰余金の配当 △689,335 △315,722

当期純利益 366,079 △135,175

特別償却準備金の取崩 － －

自己株式の取得 △1,021 △113

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 29,343 △33,939

当期変動額合計 2,505,064 △484,951

当期末残高 24,996,078 24,511,126
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